
 

 

“松尾建治”ヒストリア 
 

～第 1 話 わが故郷 ～ 
代表取締役 松尾建治 

わが故郷は鹿児島県姶良郡姶良町(現在は姶良市
あ い ら し

)重富です。気候の温暖なカ

ルデラ地形の中にあり、都市明かりが少ないために星空がとても綺麗に見える

ところです。 

姶良市平松にある池田パン店に近い 

わが生家の南方、鹿児島県ほぼ中央部、 

かつ、錦江湾の中央部にドーンと桜島 

が見える。さらに、北東に目を移すと 

霧島連山の中に高千穂、韓国
からくに

岳が望め 

る。秋の夕暮れに高千穂の火口に直接 

桜島の眺望 
夕日が差し込み、火口の中がポッカリ 

と浮き上がって見える。“何とスバラシィ光景” か！ 

このような現象が見られるのは、非常に珍しく年に数回しかなかったと思う。

当時、カメラを持っていれば、この光景を皆さんにご披露できたのに、非常に

残念です。現在でも、この光景はチャンスがあれば見えると思う。 

また、百武彗星の百武裕司さんは、姶良町 

の天文台スターランド AIRA の館長を務めて 

おられた。 

ところで母は天文学や歴史に詳しく、部屋 

には何千冊もの岩波文庫本が並んでいた。 

母は、遠い宇宙の話、歴史上の有名な話をし 
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てくれた。また、歌好きの母親は庭にゴザを敷き空を仰ぎながら荒城の月、庭

の千草やブンガワンソロ、ドリゴのセレナーデを歌ってくれた。又、杜子春な

どの物語も読み聞かせてくれた、物知りで自慢の母親でした。 

私が小学 3 年か 4 年生の時に、姶良カルデラの中のこの場所は、当時、「星空

ベストテン」に入っていた。天の川の洋々たる流れ、無数の星の煌めき、これ

までの記憶に残る美しさの中でこの星空を越えたものは記憶になく、決して忘

れられない。 

また、約 70 年前のこと、天文学好きの母親と、西の空に蜃気楼と思われるど

こかの風景らしきものを幾度となく見た。当時、カメラでの撮影ができていれ

ば、鹿児島県の姶良でも蜃気楼が見えた事を、皆さんにお見せできたのに、残

念に思う。 

～第 2 話 故郷の歴史～ 
 近くに、当時、薩摩藩(鹿児島市)から江戸に通じる旧街道、大口筋(薩摩街道)

がある。わが故郷から鹿児島市に向かう道中は、険しい山道で、石畳になって

いる。 

これは、「白銀坂」〔国指定史跡〕 

といい、篤姫(天璋院)も鹿児島 

からこの「白銀坂」を山越えし江 

戸へ向かったという。姶良市の  

近発行の広報を見ると、ここ数年 

の間に石畳の整備をしたという。 
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龍門寺坂 

また、さらに熊本を経て江戸へ向かう薩摩街道は、姶良市加治木、横川、旧

大口(現在伊佐市)を経て熊本県境へと約 70kmに及びます。この途中の九州自動

車道加治木インターチェンジ近くに現在も龍
りゅう

門司
も ん じ

坂〔国指定史跡〕という約

500mの石畳の道が当時の姿で残っています。苔むした石畳と杉木立の景観が美

しく、「翔ぶがごとく」や「篤姫」といった大河ドラマのロケ地にもなりました。 

大口の県境は、熊本県水俣への唯一の要路であり、明治 10 年(1877 年)の西

南の役の激戦地になった峠です。 

また、篤姫より更にさかのぼり、朝ドラ、連続テレビ小説「おはなはん」の

幼少期に柿の木に上って「おてんば振り」を見せた場面も、直ぐ近くの重富小

学校の前で撮影された。重富小学校は平松城跡〔市指定史跡〕にあり、近くの 

岩
いわ

剣
つるぎ

城
じょう

が落城した後、在番することになった重富島津藩主が麓に築いた館が

始まりといわれています。 

 

 

 

 

 
岩剣城跡  重富小学校（平松城跡） 
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この付近には、越前の永平寺(鹿児島出張所)の招
しょう

隆寺
りゅうじ

という寺院がある。こ

こには越前(重富)島津家の墓地〔市指定史跡〕があり越前島津家第 16 代から第

23 代までの当主とその家族(33 基)が祭られています。越前(重富)島津家とは、

1200 年代に後鳥羽上皇が隠岐に流された承久の乱を平定した勲功賞として越前

を与えられた島津氏の支族である。しかし、1530 年代に他の守護どう国守護職

しの抗争に加担し藩主が戦死し、越前島津家はしばらくは衰退したようだが、

詳細は不明である。後の江戸時代中期の 1730 年代に、越前島津家は再興されて、

重富郷が領地となり、ここには領主館が置かれた。そして、復興に際して大隅

4村と 1村の 5ヶ村を以って越前の旧領名に因んだ重富郷と命名したこ国 薩摩国

とから、重富家とも称した。石高は 1 万 4000 石。重富家は島津御一門家の筆頭

格として位置づけられた。 

紹隆寺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
越前(重富)島津家墓地 16 代から 23 代までのお墓がある 
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写真は、自宅より白銀坂方向のやや右手の風景である。 

姶良市は姶良カルデラの中にあり周りは外輪山に囲まれている。この付近は

牟礼
む れ

という場所で北と南への見 

通しが良いことから今では多く 

の無線塔が林立している。 

この無線塔の中の一つに航空灯 

台がある。飛行機もこの航空灯 

台を目標に、当時かなり正確に 

飛んでいた。 

 
牟礼の無線塔 

 

～第 3 話 廃坑探検～ 
私が幼いころの終戦前後の話から始めます。自宅から牟礼の無線塔に向かっ

て一本の山道を布引の滝方向に行き、右手に逸れるとそこは誰も知らない金山

の廃坑が何十も残っている。ここは江戸時代に採掘していたらしい。今は廃坑

となっている。 

当時、学校の先生の話では、金鉱石の含有量は良いのだが、採石に山が険し

いので搬出に手間がかかるため、採算に合わないと言っていた。 

廃坑からは、幾筋かの小川が流れ出ている。特に、台風の後などは水晶のカ

ケラが出土することがある。キラキラ石を見つけるチャンスである。 

小川に小さい水晶群が太陽の光で輝く。まさに、マッチ棒ぐらいの大きさの

水晶群は、直射日光が当たるとダイヤモンドのように光り眩しいぐらいである。

今でも探す気になれば何個かは拾えるかもしれない。 

小川の中に見える崩れた山肌の状況から推察すると、金鉱石は坑道の中に走

っている石英の白い層「筋」に向かって採掘していた模様である。 

この石英は岩石の塊ではなく、半どろどろの白い粘土質のような層が走り 
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これが金鉱脈と同居しているらしいのです。坑道はこの白い層にそって掘り進

んでいる。 

ただし、この付近の沢は「マムシ」の多いところと言われている。私自身は

何十回と行ったが、このマムシには幸か不幸か出会ったことはない。 

もし、この付近に行かれる方は登山用の長袖や長ズボンなどの装備が必要と

思われるのでよく気を付けてください。 

廃坑に入るには、有毒ガス等の危険が伴うのできちんとした準備が必要です。

私の記憶では、鉱山に入坑する時はカナリアを入れたカゴをつるして行く絵を

見たことがある。鹿児島の田舎にカナリアなんていないので、代わりにスズメ

を捕まえて代用しようと思い、瓦のかけらで罠を作り捕まえる策をやってみた

が、瓦の下敷になって圧死して生け捕りは出来なかった。子供のやることは無

謀だった。ガスが溜まっていればローソクに火を灯して入ると爆発する危険性

がある。私が安心したのは 2～300m 入坑する途中、狭い穴の中にコウモリ数百

匹の集団が上からぶら下がっている光景に気づいた。さすが、その至近距離で

見るコウモリは豚の顔に似ている。間近に見たこのグロテスクな顔は忘れられ

ない。コウモリは我々が入る時は静かにしているが、帰る時は一斉に飛び出し

暗い穴の中を飛び交い、耳元や頭のわずかな空間をくぐり抜けて行く。 

さすがコウモリの超音波レーダーは凄い。人にはぶつからなかったし、特に               

ローソクの火は消されなかった。コウモリの住人がいるということは、酸欠や

ガス発生はない証で安心した。 

かって、探検した際に、廃坑の突き当たり付近にフィルムのケース、プラス

チック製に探検記録、日時名前を記したメモを記念に残してきた。約 60 年ぐら

い経過しているが今残っているだろうか？ どなたかお気づきの方がおられま

したら是非ともお知らせください。御礼を差し上げます。 
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～第 4 話 グラマン戦闘機来襲～ 
次は終戦直前のころ。当時、我が家の近くに船のスクリューを製造している

軍需工場があった。 

そこは米軍の攻撃目標になっていて、南の沖縄方面から飛んでくる戦闘機は

桜島を目標に飛んで来て、軍需工場に爆弾を投下した。また、この先の姶良市

加治木町に焼夷弾を落とすことも間々あった。 

 その日の爆撃は、敵機、米軍グラマン戦闘機で、爆弾を落とした後、我が家

の上空を数回旋回していた。今でも忘れない。我が家の上空約 100m 弱の高さ

を旋回中、パイロットの顔もハッキリ判る程だった。米軍グラマン戦闘機に乗

っていたのは若いパイロットだった。見ていたのは兄貴と姉さんと私の３人の

子供達。眺めていたら突然、機銃照射を開始、私達のいる 10m ぐらい先のとこ

ろの畑にダダダと・・・・。20～30 発も撃たれたので子供ながらも震えあがっ

た。相手も子供と思い脅かしに的をはずして発射したのだと思う。パイロット

の顔が判る程の近さでの出会い、本当に照準を合わせればこの世にいなかった

かもしれない。今であればデジカメでハッキリ撮しておくような出来事だった。 

その後、畑を耕していたら 10cm ぐらいの空の薬きょうが多数出土した。狙

いを外してくれた機銃照射のレガシーだと思う！ありがとう。 

終戦の昭和 20 年(1945 年)8 月 15 日が近づくと、宣伝用ビラ、そして銀紙が

空からキラキラと降って来ることが多くなった。電波妨害のための銀紙が空か

らいっぱい降ってきた。これはレーダー攪乱用だろう。当時子供だから拾うと

怒られた。 

終戦になり、我が家の前に突然戦車数十台が整列した。戦車が何十両と並ぶ

姿は見た事がない。日本の戦車、これだけの戦車が在れば負けたなんて思わな

かった。その中の 1 台が力付き故障したのか放棄され、その場所が子供の遊び

場になってしまった。家に在るペンチやスパナで戦車の一部を力いっぱい叩い

てみた。さすが戦車は簡単にはバラせなかった。ある日、米軍の兵隊さんが解

体に来た。遠巻きに見ていた。子供の時のできごと、近くにお手洗いは無いの

で用を足すときアメリカ人は「どんなナニをするのかな」と興味を持って観察
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した。その時、近くの藪に入り用を足した模様。後で、幼友達と覗きにいった。

なーんだ同じなんだとみんなで顔を見合わせ笑った。いずこも出るものは同じ

人間のものだ。 

 

第 5 話 ～電波に芽生える～ 
終戦後、近くの軍需工場に同級生のお父さんが管理人として勤務していた。

この工場は解体寸前であったので周りの目を気にしないで中に入る事が出来た。

機械にも触った。電気の供給は既にストップしていた。毎日、この工場に通い、

夕方暗くなるまで夢中で電気メーターなどを外したり、工場内の機械を好き勝

手にバラしては遊んだ。私の電気好きの「源」は、ここに始まった様に思う。 

それらの機械の中からメーター、歯車、文字盤やエナメル線を取り出した。

それを自宅へ持ち帰り、それが当時小学 1～2 年生の遊び道具となった。子供の

持ち帰る量は限られていた。大きいものはなく、当時は徒歩で持ち運べる「線

くず」などが主なものだった。 

 農家だったのでどの家にも堆肥小屋があった。落ち葉や刈草や野菜屑などを

堆肥の原料としていた。そこに針金などがブレンドされてしまった。必然、我

が家の畑からは針金が大量に出土する。お手伝いに来るご近所の農作業のおば

さん方からは、松尾さんの畑からは針金が沢山出土するという噂が広まった。 

また、我が家の 10 数畳のタタミ間にクギを 2 列に打ち込み、各々の列にプラ

スとマイナス用のエナメル線を部屋中に張り巡らせた。道路の配電線に見立て

て電気を送りパイロットランプを点灯させたりして遊んだ。当時、母親からは

だいぶ怒られた。小学生 1 年生の頃の出来事だった。 
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 第 6 話 ～電波に興味深々のころ～  
私が小学校低学年の 8、9 歳のころ、図書館よりラジオの回路図の載った本を

借りてきた。到底、低学年の子供が見て判るレベルの本ではなかった。難しい

電気の専門書、判らないままに何とか理解しようと努力した。母親からは「良

く分かるね。」と褒められ、我が子天才ぶりをご披露した気持ちだった。 

当時、子供が 初に手掛けるものは、鉱石ラジオの作成が主流でした。しか

し、私はゲルマニュームを用いたラジオの組立セットを欲しがっていました。

当時、この心臓部となるゲルマニュームは非常に高価で、確かゲルマニューム

ラジオセットは 680 円だったと記憶しています。当時の日雇いの日当は確か 380

円程度だったと思うので、2 日分の日当に相当するものでした。 

我が家は貧乏で親はカネがないことは判っていたので、母親に買って欲しい

なんて言えなかった。 

そこで祖父におねだりして高価なラジオを買ってもらうことを考えた。祖父

は鹿児島県で No1～2 の弁護士でしたので、そのことを手紙に書いてお願いした。

そうしたらお金を送ってきてくれた。とても嬉しかった。 

ゲルマニュームラジオは、鉱石ラジオと比較して感度が非常に良く、想像以

上の出来栄えにとても満足した。嬉しかった。 

試作機、ゲルマニュームラジオを使用するには大きなアンテナを立てる必要

がある。田舎は広い土地があった。我が家の土地もかなり広かったので思う存

分使用できる。アンテナに使う竿は竹林を保有していたので一人でリヤカーで

切り出しに出かけた。長さ 10m 以上の唐竹を切り出し、山中の狭い道に沿って

運び出した。道が狭いため、カーブの箇所は容易に曲がれず苦戦の上ようやく

我が家まで運び込んだ。 

続いてさらなる大仕事があった。穴を堀り 10m 以上の竹竿を小学生一人で建

てるのはなかなか難しい。ただし、これには要領があった。初めは穴に竹の一

端を入れて一人で建てようと試みた。しかし、竹竿の一端を穴に入れて肩で押

しながら立てていくと、先端が外れて肩に竿を担ったまま「あら、エッサッサ
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ー」と走り出す始末。これを幾度となく繰り返す。これを他人が見ていれば、

実に滑稽な姿だったと思う。 

これを何回も何回も繰り返す。何とかしたい一心で音を上げなかった。少し

知恵が付いて穴の先端に板をストッパーとして使い、木板と竹のクロス棒によ

る方法を考え出した。これは、現在の人力により電柱を立てる「さすまた」な

どを利用した方法に類似していた。これで上手くいった。何十回と挑戦してい

る間にいろいろのアイデアが浮かんできた。今でも何事も一人で出来ないこと

は無いと言う思いがある。人には負けないと言う基本的な信念をこの時に身に

着けたと思う。 

次に、アンテナポール設置に関するアイデアである。当時、幼い考えで畑に

杉の木を 30m 間隔で数本植えた。将来、杉の木が育ちアンテナポールの代用に

なると考えた。その考え方は良かったが、その後、私は東京に上京した。当時、

鹿児島県は台風銀座といわれ、多くの台風が続けて上陸した。その都度、アン

テナポールの代用に植えた杉が気になった。我が故郷の周りの多くは広大な畑

であった。台風の強風を避けるため各所に防風林が植えてあった。その付近は、

隣の家まで 100m 程あり、ほとんど一軒家であった。 

ところが帰郷した時には、アンテナポールの代用にしようとしたこの杉の木

は台風で倒れてしまっており、幼い時の夢は砕かれてしまいました。悲しいで

きごとでした。    

近、軽井沢に行った時、杉の木のテッ 

ペンにアンテナを取り付けてある家があった。 

かっての私と同じ夢を持っている方が居ること 

を知り共感を覚えた。 

 杉の木のテッペンのアンテナ 
    （木立の影で見えない）  

ところで、当時の VOA 放送は、沖縄より 1000kW の出力で中国向けなどに

国際(宣伝？)放送をしていた。電波は、強力だった。鹿児島の我が家でも電波

が強すぎて歪みが起きるぐらいだった。沖縄のこの放送局付近では、稲の生育
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が他よりも良かったとの噂を聞いている。本当だとすると、電波で地面の温度

が上がり稲の生育が良くなったのかもしれない。 

この頃、こんなことがあった。私のアンテナは 30m のロングワイヤーで、放

送はとても感度よく受信できた。しかし、春先など中国大陸から黄砂が飛んで

来る季節になると、通常の受信のノイズレベルが低いので、逆に、黄砂の雑音

が聞き取れた。以前作ったゲルマニュームラジオのクリスタル(水晶)レシーバ

ーでも雑音が聞こえた。 

 

第 7 話 ～アマチュア無線に傾注～ 

姶良カルデラの外輪山に相当する位置に沢山の無線中継所のアンテナがある。

その中の牟礼とよぶ標高 500m の外輪山の淵切りの良いロケーションにある無

線塔（5 ページ写真参照）に向かってなぜか飛行機は目指しているように思えた。

そこに、飛行機の無線塔(飛行機の灯台)があるようだった。 

この無線塔は、航空灯台で長波帯の 380 kHz 付近の周波数で、識別電波の「HK」

のモールス信号を発信していた。 

5球スーパーラジオの ST管という真空管の頭部がグリッドという接続端子に

手を触れると、モールスの「HK」航空灯台の標識電波が確か山の上より降り注

いでいるように感じた。 

この航空灯台の電波は、380 kHz 付近のためラジオの中間周波数 455 kHz に

近く、電波が直接ラジオ受信機に飛び込んだ。後になって、航空機は、山の鉄

塔から発信しているこの電波灯台を目指していることがわかった。 

飛行コースは沖縄へ向かう直行ルートだ。終戦直後は、ほとんど軍用機で双

発機の胴体が 2つに分かれた双胴体ロッキードが多かった。今では全く見られ

ない機種だ。 

その後、上京して間もなく、アマチュア無線(ハム)の免許を取り HF(短波)

モービルハム局を開設した。無線機は、当時、 高級と評判の八重洲無線製の

FT DX100 というもので、60 万円程のものであった。当時は、短波の HF モ 
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ービル局は珍しかった。 大 50W の移動局の許可を取得して、車上から短波帯

の電波 3.5～29MHz帯のSSB通信で電

鍵を膝に乗せモールス信号を打った。

電波状況に合わせ車の専用アンテナを

切り替えて運用した。なかでも遠洋航

海中の船舶や北洋海域の監視船の仲間

と良く交信した。 

私と船舶に乗船中の海上移動局の山田さんと航空機搭乗の H 氏の 3 人でよく

14.21MHz で QSO(アマチュア無線用語で交信のこと。)していた。今の時代で

はおとがめが在るかもしれませんが約 40 年前の話、既に昔の事です。 

アマチュア無線機 

その山田さんが航海勤務中にくも膜下出血で亡くなった。山田君、本人との

後のQSOはCW(搬送波をモールス符合により断続して行う通信)でほんの数分

間交信した直後だった。 

彼とは、下船したら 

信州のあるところでキ 

ャンプを張ってアマチ 

ュア無線の交信をしよ 

うと決めていた。その 

場所は妻の生家に行く 

途中で、荒船山がよく 

見えるところであった。 

毎年、何回かその付近 

を通るが、その度ごと 荒船山と当時のキャンプ予定地 

に思い出して涙が出てくる。 

今でも山田さんの子供さんに渡したいものがあります。それは、彼が使って

いたモールス通信用の「電鍵キー」です。もし、彼の当時のコールサイン JA4AOF

山田さんの消息をご存知の子供さんかご親族の方がおられましたら、お父さん

の「電鍵」キーを返してあげたいと思っています。もしお気づきの折は、松尾
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までご連絡ください。 

 上京後の私は会社勤めをしていました。勤め先は川崎市にあり、東京都文京

区の自宅から往復で約 1 時間 30 分の車通勤をしていました。その間、当時 3.5

～29MHz 帯バンドで電波状況と時間帯に合わせた各種周波数にて、通勤途上で

交信したので、今思うと出没先にて皆さんに何かと多大なご迷惑お掛けしたの

ではないかと危惧しています。 

この頃の私は、アマチュア無線のアンテナに短いローディング型アンテナを

使用していましたが、電波はよく飛んだと感心しています。 

当時、新宿副都心の超高層ビルの建物群の中では、電波がビルの上層階の壁

面で反射するのか、このローディング型アンテナによる通信が固定局よりも良

く飛び、また良く聞こえました。ここでは、随分、DX(遠距離通信)通信などを

楽しみました。高層ビルの壁面が、パラボラアンテナのような効果をもたらし

たのではないかと思っています。そんなことがあった後は、私の話をきいて、

一時、モービル局(自動車移動局)や CB 局(違法あるいは不法な無線局)などの

溜まり場になりました。 

当時、私はハムの病気に犯され運用していましたが、今思い直すと、随分、

無駄な時間を費やし、社会に対して迷惑をお掛けしたとの思いがあります。紙

面からお詫び申し上げます。 

第 8 話 ～各種放送の受信サービス会社を起業～ 

 昭和 36 年(1961 年）、上京してからは 根津の兄貴の家に居候して安定した

仕事を求めて諸活動をしていました。折りしも、昭和 39 年(1964 年)に開催予

定の東京オリンピック前で国内の景気は上昇しつつありました。しかし、物価

の上昇が著しく生活は決して楽ではありませんでしたが、好きなアマチュア無

線の機器等には惜しむことなく投資し高級品を手に入れていました。 

 

☆ テレビ受信機の訪問修理を始める 

テレビ放送が昭和 28 年（1953 年）に始まり、十数年経過した昭和 38 年（1963

年）ごろには、当時、真空管式だったテレビ受像機は故障が多発するようにな 
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りました。この対応のために、多くの電気店は修理に追われ、修理要員の需要

が旺盛となりました。 

 こうしたことから、秋葉原の電気店と契約してテレビが故障した家を訪問し

修理をすることになりました。テレビ受像機は全て真空管式だったので修理は

ほとんど真空管の交換で済ませられ、一日に 5～6 軒を訪問対応することができ

ました。この時期は、高収入が得られ、東京にきて 初の輝けた時代でした。 

ところが、テレビ受像機は、真空管式からトランジスター式に変わり、故障

の頻度が格段に減少したことと、故障した場合、真空管交換のように容易に部

品交換による修理ができなくなりました。 

 

☆ キコハイ「機器故障廃止」対策スタッフに登用へ 

NHK の受信料制度は、テレビ放送が始まってしばらくの間はラジオ受信料 

とテレビ受信料の 2 本建てになっていました。このため、テレビの普及に伴い

ラジオ受信機が故障するとラジオ受信契約を廃止する家が多く発生しました。

昭和 35 年(1960 年)にはラジオ受信契約は激減しました。 

 NHK では、この受信契約の廃止を 

抑止するため、視聴者宅を訪問してラ 

ジオ受信機の修理を行いラジオ契約を 

復活する活動を始めました。このこと 

を表記の「キコハイ対策」と呼んでい 

ました。 

 テレビの修理がままならなくなったた 

め、この頃から数年間は、ラジオ受信機 5 級スーパーラジオ受信機 
の技術知識を活用して「キコハイ対策」 

の仕事をしました。 

この仕事を通じて楽しいこともありました。今も台東区浅草の北に日本堤と

いう町があります。ここの粋な姐さんに気に入られ息子のように可愛がられま

した。日本堤という所はかって遊郭のあった吉原、現在の千束付近の東隣で大
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門に接しています。吉原へ大川(今の隅田川)を舟で来た客は、現在の墨田区体

育館付近から山谷堀に入り大門付近で下船し吉原へと侵入します。このような

場所がら姐さんから時々呼ばれて、部屋にあげてもらって、当時としてはなか

なか口にできないようなご馳走をしてくれました。あるとき、大きな皿に山盛

りのいなり寿司を出してくれました。空腹だったのでそれをすべてご馳走にな

ってしまって、後で聞いたところでは、山盛りのいなり寿司はご近所へのご相

伴分もあったとき聞いて恐縮してしまいました。 

 間もなく、昭和 37 年(1962 年)から、NHK 受信料体系は、テレビとラジオを

包括契約とする「甲」とラジオのみを契約とする「乙」に変更されました。こ

の体系変更により、ラジオ受信契約の復活対策は存在意義が徐々に薄れていき

ました。 

 

☆ NHK 受信相談員に採用される 

 NHK 受信者からの受信相談・苦情が寄せられたものについては、NHK 電気商

業組合員に委託して訪問相談で対応していましたが、雑音の防止や建造物障害、

受信指導など増加する業務に対応するため、昭和 41 年(1966 年)4 月、「受信相

談員制度」が発足しました。これまで培ってきた卓越したテレビならびにラジ

オ技術を駆使して相談業務に従事しました。この時期から約 10 年間、NHK 相

談員として放送全般にわたる業務を担い生活も安定しました。延いては、幅広

い放送技術を取得して、次の、受信サービス(株)創立への礎を築きました。 

この時期は、体力的には楽ではありませ 

んでしたが、働いた分だけの収入が得られ、 

当時としては高収入となり東京にきて 2 回 

目の輝けた時代でした。 

 

☆ 受信サービス(株)を創立  

弊社は昭和 54 年(1979 年)に「受信 

弊社所在地 

 弊社



相談株式会社」として創立、主にテレビ・ラジオの電波障害など受信環境の維

持・改善の業務を展開してまいりました。 

また、昭和 59 年(1984 年)に放送衛星 

が打ち上げられましたが、これからは衛星 

放送の時代が来ることから、昭和 60 年 

(1985 年)に「受信サービス株式会社」と 

名称を変更し、新たな時代への対応を鮮明 

に打ち出しマンション等集合住宅の共同ア 

ンテナ改修工事やメンテナンスを主な業務 

として実施しています。 

現在は、ラジオ、FM、テレビ、4K・8K、 

BS、CS 各放送全般にわたり、各種調査や 

弊社本社ビル 
受信設備の工事施工を行っています。その中で、 

他社と比較し特異ないくつかの事例やエピソードを紹介いたします。 

 

★ 重大かつ難解な受信障害対応 

業界で調査が難しいと言われる「時々」障 

害が発生するような、通称“難物障害調査” 

とその改善対策を行い、かって、ハムに傾注 

して種々のご迷惑をかけたことへの恩返しと 

考え、社会に少しでも貢献させて頂いており 

ます。 

今、ハムは卒業。もっぱら他の調査会社等 

が一度対応したが手に負えないと言う受信障 

害等の難しい相談、調査、対策などを率先し 

て扱わせていただいています。 

これらに関する妨害電波や探査、雑音障害 

発生源探査など電波に関する問題は、弊社ホ 
測定車両 

16 
受信サービス株式会社 

http://www.jushin-s.co.jp/ 



ームページ(HP)に詳しく掲載しております。 

受信サービス(株)  検索  にてご覧ください。 

 

★ 高度アマチュア無線システムへの雑音障害対応  

近のアマチュア無線を行っている先輩方の無線設備は、高度化ネットによ

り遠隔地からアンテナや機器をコントロール制御している方がおられます。こ

のような方々は、できるだけ四方へ良く電波が届くようなロケーションの良い

丘の頂上にアンテナを設置するのが一般的です。この場所は、外から入る 

雑音電波が少なく、交信には 高の 

コンディションのところに設置して 

いるわけです。しかし、近来になって 

人里から離れた山中といっても野生の 

動物の被害防止のため電気柵などの設 

備が急速に普及し、現実は、周辺から 

の雑音妨害に悩まされるようになりま 

した。アマチュア無線を運用している 
高度アマチュア無線システムアンテナ

方からは、この通信妨害源の調査や対 

策を希望されるケースが多くなって来ました。特に、 近のアマチュア無線機

の受信機の感度は、測定器より超高感度のものが多く、普通の測定器では対応

できなくなってきています。 

弊社では、アマチュア無線家からの依頼に基づき雑音等の受信障害調査や他

の機器からの不要輻射波(「スプリアス」といいます。)の調査を行い改善対策

のご相談に応じています。この調査には、ドイツ製の高感度レシーバーPR100

やスペクトラムアナライザー機能を持つ ETH などを用いて障害探査を行いま

す。いずれの機器も可搬型で車両の入れないところにも自由に入ることができ、

有効な成果が得られます。 
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★ BS 時代の初期の普及業務での出来事 

昭和 59 年(1983 年)BS の試験放送が開始されましたが、当初は、空から 

飛んでくる電波も不安定なことがあり、ま 

た、受信用のパラボラアンテナや BS 受信 

機の機器の安定性も乏しい状況でした。 

初めの頃は通常 75cm のパラボラアンテ 

ナが標準とされ、各家庭の庭にポール建設 

用土台としてコンクリートを打ち込みしま 

した。  
実家重富(兄の家)のパラボラアンテナ 

 実家のある姶良市重富に 1990 年頃建設し 

たパラボラアンテナ 75cm が現在(2018 年 3 月)も動作していて、Dlife のテレ

ビモニターでのアンテナレベル表示が 60 であった。 

 

伊豆の島に行った時のこと、1 m 角の穴を掘り深さ 1.5m に全部コンクリート

を打ち込んだ事もありました。この場所は台風の際、風を遮る物がないため頑

丈にしなければならないと考えました。作業員2名で穴を堀り、そこに直径76cm

長さ 1.5ｍのポールをコンクリートで打ち込みました。コンクリートは直ぐには

固まらないので、2 日がかりの工事になりました。 

1 日目が上記のポール立てと同軸ケーブル配線用の配管工事でした。2 日目 

はポールに 75cm 径パラボラアンテナを設置し調整などを行いました。 

この地域は重度の塩害地域で、地元の方の話では、道路標識が当時 3 年で倒

れたり、車の床下が 5 年で穴が開くと聞きました。 

このため、BS 設備も塩害の影響を極力軽減するため、使用した機器は、板金

のケースではなくアルミの鋳物で作ったアルミダイキャスト製とし、ねじ類や

コネクターにも防錆処理を施したものを使用しました。 

しかし、当時の観測結果では、すぐに塩害の影響を受けました。 近はどう

なっているだろうか？ 
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★4K・8K 時代への普及対応 

4K・8K 放送は、既存の BS 帯域(右旋)と、新しい BS・110 度 CS 帯域(左旋)

が使われます。特に、110 度 CS(左旋)の電波は今まで全く使われていない非常

に高い周波数(3.2GHz)を初めて使うため、既存のマンションでは、3.2GHz 帯

を含む 4K・8K 放送が伝送出来るかを確認しなければなりません。 

もちろん、 近建築されたマンションは 4K・8K 放送に対応した設計がされ

ていますが、総務省の資料によると 4 階以上の集合住宅の 70%以上が現在の設

備に何らかの改修が必要になると提言されています。 

ところで、アナログ放送の終了に伴いテレビの買い替えは 2011 年頃をピーク

としていましたが、それから平均的な買い替え年数 9 年を勘案すると、ちょう

ど 2020 年には次の買い替えの時期になります。この買い替え時のテレビは、4K

もしくは 8K テレビが主力商品となっている可能性が大いにあります。 

これらに対応するためには、「4K・8K に向けた改修」を考慮する必要があり

ます。近づくオリンピック、平均買い替え年数 9 年も迫っています。このため、

今、4K・8K の電波が伝送できるようにしておく事を、強くお勧めします。 

 

★ 4K・8K 伝送の既存施設導入のためのケーブル伝送テスト 

「ケーブル伝送テスト」とは同軸ケーブルの信号伝送特性のテストで、弊社で

は平成元年(1989 年)より永年にわたり実施している 他社に類を見ない独自の

業務です。 

既設のマンション等のテレビ受信施設に 4K・8K の電波を伝送する場合、基

本的には増幅器や分岐・分配器のみを交換しても同軸ケーブルの特性が悪いと、

受信品質が劣化したり、4K・8K 放送波が伝送できないという受信に不具合が発

生することが考えられます。 

当社では、「ケーブル伝送テスト」を実施し同軸ケーブルの特性を測定して、

既存ケーブルが不具合の場合は、S-5C-FB もしくは光ケーブルにするなどのご

提案をいたします。 
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「ケーブル伝送テスト」は同軸 

ケーブルが、4K・8K 電波が正常 

に伝送できるか、可否を判断する 

ために行います。テレビ共同受信 

設備においては、アンテナで受信 

した電波や光(フレッツ・テレビ 

など)から供給されてくるテレビ 

放送を含む各種信号を各住戸まで 

分配するための配線が同軸ケーブルです。 

ケーブル伝送テスト 

 

同軸ケーブルは周波数が高くなると、地デジ→BS→CS の順に電波の減衰が

増大します。この度合いを「ケーブル伝送テスト」で調べます。ケーブル伝送

テストにより、同軸ケーブルの性能(周波数特性)を調査して、そのデータをも

とに施設全体に亘る各居住者宅の端末のテレビ端子のレベルを計算します。そ

して、壁の中に配線されている同軸ケーブルを使って、周波数が高い 4K・8K

の電波を通せるかどうかの判定をし、共同受信施設管理者等に改修計画の処方

箋を作成・提供します。 

 

今後、東京オリンピックに向けて、既存設備を 4K・8K 対応に改良すること

をご検討のマンション等の場合は、是非、弊社にご相談ください。また、既に

弊社でケーブル伝送テストを実施し改善案をご提案のあと、いまだに改善対策

に至っていない施設の場合や CS ブロックコンバーターをご使用の施設の場合

も共同受信施設管理関係者とご検討のうえ弊社にご相談ください。 
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★ 配電線路からと思われる新種雑音(地デジ UHF 電波)の探求 

テレビ放送がアナログの時代は、1～3 チャンネルのいわゆるローチャンネル

は周波数が低いため配電線碍子の塩害や腐食 

などによるパルスノイズの影響に悩まされま 

した。今では、テレビ放送は UHF チャンネ 

ルに移行しデジタル化されたのでパルスノイ 

ズの影響はかなり少なくなりました。 

しかし、雑音の教科書に載っていない不規 

則に変動する雑音障害がなぜか UHF 帯のテ 

レビチャンネルに広範囲に出現します。 近 

では時々見られ、発生のメカニズムもはっき 

り把握されていないため厄介な障害となって 
配 電 線 柱 

います。 

弊社では高感度レシーバーPR100 を用い調査を行っています。測定器の結果

より発生源は配電線の電柱付近からと推定され、電柱より半径 100～200m ぐら

いに及びます。雑音は、風や雨などの天候などにも若干左右されます。時間的

に雑音レベルの変化が著しく、アンテナの方位を用いた探知は工夫をすれば可

能です。対策は電力会社に依頼する他在りません。 

従来の超音波を手掛かりに調べるウルトラホンでは探知不能ですが、PR100

の特殊な機能(リアルタイムスペアナ、ウォーターフォール)が在れば探査は可

能です。このような雑音障害の有効な探求法の確立が今後の課題となっていま

す。 

 

受信障害でお困りの際は、どうぞ、原因調査並びに改善対策に関してご用命

ください。弊社の実績としては、これらの問題のほとんどを解決に結び付けて

います。 
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